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1. 2022年8月期第1四半期の連結業績（2021年9月1日～2021年11月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年8月期第1四半期 20,202 54.7 492 2.0 411 50.6 173 3.4

2021年8月期第1四半期 13,055 28.1 482 236.1 273 129.5 167 166.1

（注）包括利益 2022年8月期第1四半期　　221百万円 （31.3％） 2021年8月期第1四半期　　168百万円 （132.5％）

1株当たり四半期純利益
円 銭

2022年8月期第1四半期 12.19

2021年8月期第1四半期 11.81

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2022年8月期第1四半期 24,984 8,795 35.2

2021年8月期 23,640 8,681 36.7

（参考）自己資本 2022年8月期第1四半期 8,795百万円 2021年8月期 8,681百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年8月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00

2022年8月期 ―

2022年8月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2022年 8月期の連結業績予想（2021年 9月 1日～2022年 8月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 32,102 19.0 380 △73.6 343 △48.1 240 △45.2 16.94

通期 63,164 1.8 823 △74.2 755 △64.0 528 △60.9 37.26

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年8月期1Q 14,337,200 株 2021年8月期 14,337,200 株

② 期末自己株式数 2022年8月期1Q 139,866 株 2021年8月期 139,866 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年8月期1Q 14,197,334 株 2021年8月期1Q 14,171,210 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいております。
実際の業績等は、様々な要因により上記予想値と異なる場合があります。

　業績予想の前提条件等については、【添付資料】「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください
。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、ワクチン接種率の低い新興国等は感染再拡大の影響もあり停滞

感は払拭されなかったものの、先進主要国では、各種政策の経済浮揚効果やワクチン接種効果などから回復基調が

維持され、全体的には底堅く推移いたしました。

このような外部環境のなか、当社グループの主力取扱商品である銅の価格は、経済回復期待によるインフレ懸念

や米国を中心としたテーパリング（量的緩和の縮小）への思惑が強まったこと、一方で新型コロナ感染再拡大によ

る供給制約や生産減少等、好悪材料が拮抗し高値圏での揉み合いの動きで推移した結果、期中平均円ベース銅価格

で前年同四半期比50.8％高、販売数量に関しましても、全体では若干の減少となりましたが、インゴットでは前年

を上回ったことから、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高202億２百万円（前年同四半期比54.7％増）、

営業利益４億92百万円（同2.0％増）、経常利益４億11百万円（同50.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利

益１億73百万円（同3.4％増）となりました。

セグメントの経営成績は次のとおりであります。

（非鉄金属事業）

非鉄金属事業の主力取扱商品である銅の価格が高値圏で推移したことや、インゴット販売数量も増加したことか

ら、当第１四半期連結累計期間の売上高は201億７百万円（前年同四半期比55.0％増）と前年同四半期比71億31百

万円の増加となりました。

（美術工芸事業）

美術工芸事業は、コロナ禍から緩やかながらも回復基調となり、当第１四半期連結累計期間の売上高は94百万円

（前年同四半期比19.2％増）と前年同四半期比15百万円の増加となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は219億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億25百万円

増加いたしました。これは主に、現金及び預金が８億42百万円、たな卸資産が５億22百万円増加したことによるも

のであります。また、固定資産は30億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円増加いたしました。この

結果、総資産は249億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億43百万円増加いたしました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は135億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億15百万円

増加いたしました。これは主に、仕入債務が５億76百万円、短期借入金が10億30百万円増加し、未払法人税等が６

億５百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は26億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１億13百万円増加いたしました。この結果、負債は161億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億29百万円

増加いたしました。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は87億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億14百万円

増加いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益１億73百万円の計上及び利益剰余金の配当１

億６百万円によるものです。

この結果、自己資本比率は35.2％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2021年10月11日の「2021年８月期　決算短信」で公表いたしました第２四半期連

結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,806,016 2,648,887

受取手形及び売掛金 8,570,785 8,409,136

電子記録債権 1,247,148 1,362,567

商品及び製品 1,837,079 1,509,062

仕掛品 244,107 195,138

原材料及び貯蔵品 4,899,945 5,799,776

前渡金 1,150,816 1,318,014

その他 863,187 701,721

流動資産合計 20,619,087 21,944,305

固定資産

有形固定資産

土地 1,521,121 1,521,121

その他（純額） 761,719 812,055

有形固定資産合計 2,282,840 2,333,177

無形固定資産 32,638 36,877

投資その他の資産 705,971 669,995

固定資産合計 3,021,451 3,040,049

資産合計 23,640,539 24,984,355

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,897,282 2,444,425

電子記録債務 256,712 286,444

短期借入金 7,779,200 8,810,160

１年内返済予定の長期借入金 1,314,976 1,329,676

未払法人税等 765,424 160,050

引当金 56,739 98,174

その他 380,061 437,298

流動負債合計 12,450,396 13,566,228

固定負債

長期借入金 2,388,020 2,498,926

退職給付に係る負債 120,853 123,360

固定負債合計 2,508,873 2,622,286

負債合計 14,959,269 16,188,515

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 690,564 690,564

利益剰余金 6,987,654 7,054,193

自己株式 △65,797 △65,797

株主資本合計 8,612,421 8,678,961

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4,958 49,000

為替換算調整勘定 73,806 67,877

その他の包括利益累計額合計 68,847 116,878

純資産合計 8,681,269 8,795,840

負債純資産合計 23,640,539 24,984,355

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2020年11月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2021年11月30日)

売上高 13,055,820 20,202,518

売上原価 12,208,039 19,305,917

売上総利益 847,781 896,601

販売費及び一般管理費 364,811 404,163

営業利益 482,970 492,437

営業外収益

受取利息 13 19

持分法による投資利益 1,687 1,246

為替差益 7,920 7,440

受取保険金 － 5,015

助成金収入 508 －

その他 490 2,474

営業外収益合計 10,620 16,197

営業外費用

支払利息 14,029 25,805

デリバティブ運用損 204,072 68,404

その他 2,353 2,992

営業外費用合計 220,455 97,201

経常利益 273,135 411,433

特別損失

投資有価証券評価損 － 83,741

特別損失合計 － 83,741

税金等調整前四半期純利益 273,135 327,691

法人税、住民税及び事業税 114,151 150,520

法人税等調整額 △8,341 4,151

法人税等合計 105,810 154,672

四半期純利益 167,324 173,019

親会社株主に帰属する四半期純利益 167,324 173,019

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

- 4 -

黒谷㈱（3168）　2022年８月期　第１四半期決算短信



（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2020年11月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2021年11月30日)

四半期純利益 167,324 173,019

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13,523 53,959

為替換算調整勘定 △4,191 2,949

持分法適用会社に対する持分相当額 △8,260 △8,877

その他の包括利益合計 1,070 48,030

四半期包括利益 168,395 221,050

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 168,395 221,050

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 合計（注）

非鉄金属 美術工芸 計

売上高

外部顧客への売上高 12,976,146 79,674 13,055,820 － 13,055,820

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 6 6 △6 －

計 12,976,146 79,680 13,055,826 △6 13,055,820

セグメント利益又は損失

（△）
492,310 △9,340 482,970 － 482,970

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 合計（注）

非鉄金属 美術工芸 計

売上高

顧客との契約から生じ

る収益
20,107,573 94,945 20,202,518 － 20,202,518

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 20,107,573 94,945 20,202,518 － 20,202,518

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 20,107,573 94,945 20,202,518 － 20,202,518

セグメント利益又は損失

（△）
496,840 △4,402 492,437 － 492,437

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 2020年９月１日　至 2020年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 2021年９月１日　至 2021年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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